
東京会場 

1009 荒木 友里恵 
1015 石毛 綾 
1016 石原 光洋 
1026 衛藤 綾 
1028 大川 満夕 
1030 大熊 宏明 
1036 荻野 信喜 
1051 亀山 栞 
1059 日下 香澄 
1070 斎藤 翔太 
1077 櫻井 麻未 
1081 澤田 芽衣子 
1083 下拂 鉄兵 
1084 荘司 健一 
1086 杉本 一太 
1088 須田 麻起子 
1089 周防 愛子 
1097 次田 圭佑 
1102 豊田 亜由美 
1109 服部 恵則 
1146 前田 利恵子 
1147 溝川 哲郎 
1157 安井 努 
1174 秋山 亮介 
1177 加藤 信次 
1178 鎌倉 彩子 
1187 八巻 里紗 
1200 岩﨑 康二 
1203 井草 直美 
1204 大津 晋隆 
1206 小野 裕久 
1209 熊谷 信太郎 
1212 玉村 克哉 

1214 内藤 久敬 
1215 藤島 智礼 
1216 堀切 弘蔵 
1217 矢嶋 正明 
1230 秋山 啓司 
1231 小野澤 武志 
1232 澤邉 拓弥 
1233 高橋 功 
1234 藤間 宇宙 
1236 松尾 博之 
1256 北岡 恭平 
1259 香坂 性知 
1272 関口 裕介 
1290 村井 美枝 
1291 村田 順哉 
1303 堀田 啓之 
1304 横手 俊幸 
1312 長﨑 公平 
1313 百瀬 光 

 

群馬会場 

1607 笠原 奈絵 
1614 佐田 優夏 
1622 馬場 一樹 
1628 武藤 陽子 
1631 尾藤 慧一 
1638 中山 晃 
1639 青木 奎太 
1641 佐藤 大樹 
1643 八代 友真 
1653 髙野 和恵 
1656 樋口 昌宏 
1657 髙木 智 
1659 亀村 幸治 

 

大阪会場 

2008 岩口 全秀 
2009 岩村 美恵子 
2010 植野 友晶 
2018 笠松 剛次 
2020 龜山 由香里 
2021 河井 伸允 
2022 河野 礼於奈 
2023 川端 肇 
2029 釘﨑 剛 
2030 久保 友香 
2038 清水 元気 
2042 田原 歩 
2047 永上 淳一 
2049 中田 麻里 
2057 西信 琴代 
2062 濱田 尚子 
2070 藤田 篤貴 
2071 藤村 真理子 
2077 松井 亮介 
2080 水岡 かおり 
2081 光石 真 
2096 小川 幸信 
2097 河南 静雄 
2098 髙尾 裕之 
2099 森 一剛 
2106 鶴田 真也 
2118 浦田 健太 
2120 鹿嶋 利彦 
2127 土井 靖達 
2128 豊山 愛香 
2131 原田 辰哉 
2132 平戸 教弘 



2133 堀田 弥季 
2134 増田 浩二 
2135 渡邊 悦良 
2136 大塚 義則 
2137 梶塚 敏秀 
2149 細見 崇 
2160 家髙 聖枝 
2166 荻野 由紀 
2167 梶木 寛子 
2171 北堀 充子 
2186 杉田 晶 
2189 谷 祈 
2195 那須 建太 
2200 東口 英雄 
2203 前谷内 英樹 
2213 白杉 二郎 
2222 北本 哲也 
2223 北脇 苑実 
2224 高橋 慎一 

 

北海道会場 

3016 下元 陽司 

3025 飯澤 吾一 

 

宮城会場 

4005 小野 寛之 

4013 坂井 智絵 

4025 田中舘 敏幸 

4029 似内 聖子 

4032 松本 淑恵 

4033 水木 梧大 

4035 山田 哲 

4037 石川 耕平 

4042 新田 隼人 

4044 鈴木 慎司 

4056 長峰 公彦 

4057 岡本 望 

4058 小野寺 剛 

4059 吉田 敏之 

4060 佐藤 崇広 

4063 小野寺 淳子 

4081 小濱 千明 

4082 鈴木 和美 

4084 千葉 みのり 

4092 佐藤 宇衣 

4094 古澤 真事 

 

新潟会場 

5010 齋藤 陽 

5015 長谷川 詠子 

5017 藤松 勇人 

5021 坂爪 恵子 

5022 横山 正樹 

5023 金子 来央 

5024 箕輪 雅江 

5026 栗原 史江 

 

石川会場 

6015 諏訪 匠 

6016 山本 純平 

6025 渡辺 裕三 

 

愛知会場 

7013 小栗 賢太朗 

7014 小野 秀信 

7017 加藤 孝一郎 

7018 加藤 里菜 

7019 角谷 真由子 

7022 齊戸 俊治 

7023 佐牟田 香織 

7035 彦坂 碧海 

7040 松下 幸司 

7046 横井 通人 

7047 岡 那苗 

7048 若山 義文 

7051 庄野 仁美 

7052 大門 篤史 

7053 金田 春香 

7060 大澄 基樹 

7069 辻 勝史 

7075 芳山 一仁 

7081 梅田 正樹 

7082 榎原 正樹 

7089 久谷 淳一 

7091 久野 大地 

7093 齋藤 ひかり 

7099 鈴木 智砂子 

7101 鈴木 正義 

7121 丸山 善子 

7127 吉野 裕紀 

7130 加藤 林三 

7133 早川 充 

7136 伊藤 大祐 

7138 寺倉 嘉宏 

 

広島会場 

8001 有江 誠 

8003 石田 真弓 

8008 榑林 由衣 



8009 小林 聖和 

8010 新宅 康浩 

8016 藤井 康子 

8017 古川 有理子 

8020 竪道 雄輔 

8024 川内 治 

8025 畝 和暉 

8026 香川 圭 

8038 近藤 彰宏 

8043 奥原 竜也 

8044 白石 輝雅 

8045 池田 翔 

8055 加藤 智也 

8060 津村 勇翔 

8061 中西 翔真 

8065 山下 未来 

 

香川会場 

8502 石井 敬二 

8505 今井 隼太 

8514 曽根 啓夫 

8518 谷川 伸 

8526 藤﨑 文乃 

8530 妻鳥 将幸 

8531 守家 邦子 

8532 安原 由子 

8533 山田 誠 

8542 亀田 健太 

8544 井上 雅史 

8547 大瀧 尚也 

 

福岡会場 

9009 内田 麻衣子 

9014 奥 和朗 

9016 甲斐 ゆかり 

9024 雀部 泰助 

9029 砥綿 孝洋 

9031 中村 康宏 

9038 藤田 義光 

9054 高原 彩音 

9056 上杉 正則 

9058 園田 和寿 

9060 緒方 亮介 

9070 松本 将 

9071 光武 志織 

9086 福島 庄一郎 

9087 富田 正浩 

9091 酒井 崇徳 

9109 北村 祥平 

9113 柴尾 崇慎 

9132 堀田 寛幸 

 

鹿児島会場 

9525 二宮 光生 

9530 今村 悟 

以上、233 名 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


